
歯科登録医名簿（地域順） 令和2年3月1日現在

医療機関名称 氏名 郵便番号 住所1 住所2 電話番号 地域

あいデンタルクリニック 竹田　竜弥 489-0044 瀬戸市栄町２８ 0561-21-8264 瀬戸市

あいデンタルクリニック 福岡　愛 489-0044 瀬戸市栄町２８ 0561-21-8264 瀬戸市

あいの里歯科医院 坂田　正夫 489-0066 瀬戸市東横山町３９ 0561-83-8119 瀬戸市

青木歯科医院 青木　靖 489-0934 瀬戸市菱野町４０ 0561-21-7575 瀬戸市

赤津歯科 加藤　真言 489-0023 瀬戸市窯元町２０ 0561-84-6267 瀬戸市

浅井歯科医院 浅井　初幸 489-0932 瀬戸市美濃池町３８－１ 0561-84-2522 瀬戸市

あらい歯科・矯正歯科 荒井　康夫 489-0005 瀬戸市中水野町１－５０３ 0561-48-4173 瀬戸市

いまい歯科 今井　真志 489-0918 瀬戸市北脇町２７６ 0561-87-4600 瀬戸市

梅林歯科医院 梅林　隆 489-0066 瀬戸市東横山町９２ バロー新瀬戸ショッピングセンター２Ｆ 0561-89-7780 瀬戸市

大沢歯科医院 大沢　和樹 489-0984 瀬戸市北山町６０ 0561-84-8255 瀬戸市

大竹歯科医院 大竹　勝實 489-0913 瀬戸市水南町８９番地 0561-83-2451 瀬戸市

大竹デンタルクリニック 大竹　裕一郎 489-0927 瀬戸市川北町１－２７ 0561-85-0555 瀬戸市

大谷歯科クリニック 大谷　端夫 489-0066 瀬戸市東横山町１３８ 0561-21-3012 瀬戸市

大谷歯科クリニック 大谷　直樹 489-0066 瀬戸市東横山町１３８ 0561-21-3012 瀬戸市

小野歯科医院 小野　誠二 489-0809 瀬戸市共栄通１－３０ ガスビル瀬戸２Ｆ 0561-84-6633 瀬戸市

加藤歯科医院 加藤　浩二 489-0047 瀬戸市西谷町３０ 0561-82-5834 瀬戸市

きむら歯科 木村　泰子 489-0887 瀬戸市菱野台２－２８ 0561-84-0118 瀬戸市

グリーン歯科医院 丸山　宏己 489-0874 瀬戸市幡野町３１７－３ 0561-87-0888 瀬戸市

Kデンタルクリニック 川瀬　健輔 489-0912 瀬戸市西松山町３－７３ 0561-97-1165 瀬戸市

小島歯科医院 小島　一彦 489-0814 瀬戸市末広町１－２７ 0561-82-2653 瀬戸市

こばやし歯科 小林　稔 489-0005 瀬戸市中水野町２－２０３ 0561-48-2886 瀬戸市



歯科登録医名簿（地域順） 令和2年3月1日現在

医療機関名称 氏名 郵便番号 住所1 住所2 電話番号 地域

榊原歯科医院 元永　由香倫 489-0805 瀬戸市陶原町４－５４－４ 0561-21-9400 瀬戸市

新瀬戸歯科医院 蟹江　一泰 489-0809 瀬戸市共栄通２－６２ 0561-84-7565 瀬戸市

杉木歯科医院 杉木　正史 489-0905 瀬戸市はぎの台３－１－４ 0561-48-4880 瀬戸市

西陵歯科医院 加藤　広慈 489-0908 瀬戸市ききょう台２－７４ 0561-48-2645 瀬戸市

瀬戸セントラル歯科 原　明子 489-0867 瀬戸市大坂町１９３－２ 0561-21-6480 瀬戸市

瀬戸セントラル歯科 原　崇 489-0867 瀬戸市大坂町１９３－２ 0561-21-6480 瀬戸市

瀬戸パークフロント歯科 下郷　洋 489-0986 瀬戸市南山町２－３７ 0561-56-9687 瀬戸市

瀬戸ファミリア歯科医院 加藤　定江 489-0871 瀬戸市東長根町５－５ 0561-85-8739 瀬戸市

たかね歯科クリニック 小島　広臣 489-0931 瀬戸市高根町１－８８ 0561-89-5308 瀬戸市

ちかだ歯科 近田　洋之 489-0876 瀬戸市白山町１－３８ 0561-85-4558 瀬戸市

東京堂歯科 加藤　教授 489-0972 瀬戸市西原町１－８３ 0561-82-3334 瀬戸市

陶原歯科 水野　由紀夫 489-0805 瀬戸市陶原町２－７ 0561-87-0505 瀬戸市

冨永歯科医院 冨永　和男 489-0921 瀬戸市田端町２－１２－１ 0561-21-1148 瀬戸市

なえば歯科 加藤　千博 489-0983 瀬戸市苗場町１７２－１ 0561-21-0388 瀬戸市

ナガイ歯科 永井　陽二 489-0805 瀬戸市陶原町６－１０－２ 0561-84-4300 瀬戸市

なかしま歯科医院 中島　信 489-0985 瀬戸市松原町１－３４－１ 0561-82-5889 瀬戸市

ながはら矯正歯科医院 永原　邦茂 489-0916 瀬戸市平町３－６３ 0561-82-3316 瀬戸市

はぎの台歯科クリニック 水谷　幸恵 489-0905 瀬戸市はぎの台４－８６ 0561-42-8020 瀬戸市

波多野歯科医院 波多野　寿一 489-0069 瀬戸市東松山町１３６ 0561-21-1818 瀬戸市

林歯科医院 林　隆志 489-0884 瀬戸市西茨町３３－３ 0561-82-5054 瀬戸市

原歯科医院 原　裕司 489-0814 瀬戸市末広町１７ 0561-82-3816 瀬戸市



歯科登録医名簿（地域順） 令和2年3月1日現在

医療機関名称 氏名 郵便番号 住所1 住所2 電話番号 地域

藤本歯科医院 藤本　明伸 489-0805 瀬戸市陶原町４－１１ 0561-82-2410 瀬戸市

ブライト歯科こども歯科 中川　正樹 489-0876 瀬戸市白山町２丁目１７６－３－１ 0561-87-1101 瀬戸市

ブライト歯科こども歯科 中川　実千 489-0876 瀬戸市白山町２丁目１７６－３－１ 0561-87-1101 瀬戸市

ベル歯科 鈴木　惠三 489-0809 瀬戸市共栄通５丁目１３－１ 0561-88-2277 瀬戸市

松村歯科医院 松村　晋也 489-0873 瀬戸市新郷町２５－４５ 0561-84-8822 瀬戸市

丸山歯科医院 丸山　隆司 489-0871 瀬戸市東長根町４５ 0561-82-2645 瀬戸市

むぎ歯科 加藤　麦夫 489-0048 瀬戸市窯神町８ 0561-84-6400 瀬戸市

森歯科 森　健一郎 489-0916 瀬戸市平町１－５７ 0561-85-6480 瀬戸市

山吉歯科医院 波多野　耕治 480-1207 瀬戸市品野町２－８ 0561-41-1117 瀬戸市

山口歯科クリニック 林　健次郎 489-0865 瀬戸市山口町２７７ 0561-82-8600 瀬戸市

山田歯科医院 山田　智哉 480-1207 瀬戸市品野町４－８４ 0561-42-0334 瀬戸市

山中歯科医院 山中　武男 489-0031 瀬戸市五位塚町１１－６０ 0561-21-7201 瀬戸市

ゆうデンタルクリニック 加藤　友規 489-0926 瀬戸市川西町２－１９８ 0561-85-8740 瀬戸市

ライオン堂歯科 増本　広次 480-1207 瀬戸市品野町６－６３３ 0561-41-0848 瀬戸市

若杉歯科医院 若杉　高司 489-0804 瀬戸市京町２－２ 0561-83-8090 瀬戸市

若山歯科医院 若山　浩子 489-0875 瀬戸市緑町２－７ 0561-82-7744 瀬戸市

ＩＳ　ＤｅｎｔａＬ　Ｃａｒｅ 一本木　真也 488-0063 尾張旭市北原山町陀摩屋敷２９ 0561-76-9990 尾張旭市

あさい歯科クリニック 浅井　英匡 488-0840 尾張旭市印場元町五丁目３番地１４ 0561-56-6480 尾張旭市

あしざわ矯正歯科 芦澤　雄二 488-0826 尾張旭市大塚町２－６－１３ 052-774-3888 尾張旭市

荒川歯科 荒川　比呂史 488-0011 尾張旭市東栄町２－７－２２ 0561-54-8148 尾張旭市

犬飼歯科 犬飼　由朗 488-0840 尾張旭市印場元町１－１－３ 0561-51-4182 尾張旭市



歯科登録医名簿（地域順） 令和2年3月1日現在

医療機関名称 氏名 郵便番号 住所1 住所2 電話番号 地域

髙橋歯科医院 髙橋　一弘 488-0845 尾張旭市霞ヶ丘町南１０９ 052-799-2002 尾張旭市

いんば歯科医院 堤　知宏 488-0841 尾張旭市印場元町２－５－２ 0561-53-8241 尾張旭市

うりすクリニック 宇理須　広太郞 488-0016 尾張旭市三郷町陶栄３ 0561-51-1020 尾張旭市

えぽっく歯科 彦坂　麻由 488-0823 尾張旭市庄南町４－１５０ 052-776-8041 尾張旭市

エムブランデンタル 松岡　芳寛 488-0021 尾張旭市狩宿町４－４１－１ 横地ビル１Ｆ 0561-52-8822 尾張旭市

おがわ歯科医院 小川　次郎 488-0811 尾張旭市向町１丁目１番１ 0561-53-8148 尾張旭市

オリオン歯科 木村　将之 488-0861 尾張旭市城前町城前４４５１－１ 0561-76-0018 尾張旭市

尾張旭歯科クリニック 玉井　量善 488-0804 尾張旭市西の野町３－１０４－１ 0561-55-5555 尾張旭市

かに歯科医院 可児　寿英 488-0826 尾張旭市大塚町１－１３－５ 052-776-5670 尾張旭市

きたやま歯科クリニック 谷口　伸尚 488-0056 尾張旭市北山町北山３５８ 0561-55-4182 尾張旭市

コザコ歯科医院 古峪　秀樹 488-0022 尾張旭市狩宿新町１－９４－１ 0561-51-1234 尾張旭市

小島歯科 小島　章裕 488-0072 尾張旭市新居町諏訪南１３０５ バロー城山店２F 0561-54-4181 尾張旭市

桜歯科 宮田　也寸紘 488-0830 尾張旭市東印場町１－１－６ 0561-42-8800 尾張旭市

しばた歯科・矯正歯科 柴田　敬介 488-0839 尾張旭市渋川町２丁目１５－１ 0561-51-4618 尾張旭市

柴田歯科医院 柴田　鋭雄 488-0033 尾張旭市東本地ヶ原町３－９７ 0561-54-2234 尾張旭市

しろまえ歯科 柴田　浩二 488-0863 尾張旭市向町三丁目１－１ 0561-51-2100 尾張旭市

谷口歯科クリニック 谷口　憲正 488-0014 尾張旭市三郷町中井田７４ 0561-53-2705 尾張旭市

ちば歯科診療室 千馬　満生 488-0858 尾張旭市白鳳町２－１０２ 0561-52-2418 尾張旭市

月村歯科クリニック 月村　雅史 488-0015 尾張旭市三郷町栄３－１ プレミール三郷　2F 0561-51-1884 尾張旭市

壺井歯科 壷井　宣徳 488-0073 尾張旭市新居町上の田２８８１－５ 0561-54-6009 尾張旭市

てらお歯科クリニック 寺尾　陽一 488-0072 尾張旭市新居町諏訪南１２９５－１ 52-1188 尾張旭市



歯科登録医名簿（地域順） 令和2年3月1日現在

医療機関名称 氏名 郵便番号 住所1 住所2 電話番号 地域

てるてる歯科 浅井　輝信 488-0853 尾張旭市旭前町広久手４８６８－１０ 0561-55-2218 尾張旭市

どんぐり歯科診療所 山﨑　雅弘 488-0044 尾張旭市南本地ヶ原町２－１５ 0561-52-8887 尾張旭市

ナガイ歯科 永井　伸頼 488-0815 尾張旭市西大道町六兵衛前３９１１ 0561-54-5511 尾張旭市

長澤歯科 長澤　正典 488-0826 尾張旭市大塚町１－１－２ 052-774-3784 尾張旭市

にしお歯科こども歯科 西尾　輝久 488-0011 尾張旭市東栄町３－２－２ 0561-54-6331 尾張旭市

はやし歯科 林　雅弘 488-0074 尾張旭市新居町明才切４５ 0561-55-0884 尾張旭市

はるおか歯科 清水　大輔 488-0043 尾張旭市北本地ケ原町４－５ 0561-55-3955 尾張旭市

日比野歯科クリニック 日比野　清敏 488-0011 尾張旭市東栄町１－８－１ 0561-54-8585 尾張旭市

ひまわり歯科クリニック 佐藤　要介 488-0043 尾張旭市北本地ヶ原町２－１３ 0561-76-3440 尾張旭市

本地ヶ原歯科 谷口　伸夫 488-0043 尾張旭市北本地ヶ原町１－５４ 0561-54-3926 尾張旭市

本地ヶ原歯科 谷口　昌美 488-0043 尾張旭市北本地ヶ原町１－５４ 0561-54-3926 尾張旭市

前原デンタルクリニック 前原　聡 488-0011 尾張旭市東栄町１丁目１０－１９ 0561-54-8046 尾張旭市

ますい歯科 増井　丈人 488-0066 尾張旭市南原山町赤土２６６－６ 0561-54-9779 尾張旭市

松原歯科医院 松原　永知 488-0801 尾張旭市東大道町原田２５２５ 0561-52-0888 尾張旭市

芽吹ファミリー歯科 吉田　良成 488-0043 尾張旭市北本地ヶ原町２－７７ 0561-54-6611 尾張旭市

山田歯科医院 山田　響介 488-0044 尾張旭市南本地ヶ原町３－１２６－２ 0561-52-1448 尾張旭市

浅井小児歯科医院 今村　節子 480-1103 長久手市岩作中島７３ 0561-62-0036 長久手市

杁ケ池歯科医院 寺西　康弘 480-1114 長久手市長配１－７０１ 0561-61-5433 長久手市

おちデンタルクリニック長久手 越知　正貴 480-1100 長久手市
長久手中央土地区画整理事業地内５－１０－１１街
区　イオンモール長久手１階

0561-76-5302 長久手市

加藤歯科 加藤　大樹 480-1117 長久手市喜婦嶽８０６ 0561-63-3388 長久手市

くるみ歯科こども歯科 竹中　純子 480-1135 長久手市下山３－１ 0561-56-4182 長久手市



歯科登録医名簿（地域順） 令和2年3月1日現在

医療機関名称 氏名 郵便番号 住所1 住所2 電話番号 地域

古戦場なかた歯科 中田　茂樹 480-1112 長久手市砂子２０６ 0561-62-7575 長久手市

近藤歯科医院 近藤　勝俊 480-1103 長久手市岩作城之内１０２－３ 0561-63-0155 長久手市

佐々木歯科医院 佐々木　瞻 480-1152 長久手市打越１７０１ 0561-62-7286 長久手市

すずの木歯科医院 鈴木　啓展 480-1103 長久手市岩作高山１１－３６ 0561-61-1181 長久手市

田村歯科医院 田村　典子 480-1122 長久手市城屋敷１２１ 0561-63-8108 長久手市

つづき歯科医院 都築　暁 480-1142 長久手市蟹原１２０ 0561-62-8686 長久手市

長久手ファミリー歯科 浅井　昭博 480-1111 長久手市山越１１５ 0561-61-6050 長久手市

原歯科 原　正幸 480-1131 長久手市よし池１８ 0561-62-4181 長久手市

ひまわり歯科 浅井　成一 480-1116 長久手市杁ケ池１７１４ 0561-63-2727 長久手市

ふくい歯科医院 福井　正人 480-1123 長久手市東狭間１０８ 0561-61-1708 長久手市

まつばら歯科 松原　隆 480-1103 長久手市八瀬ノ木５－２ 0561-62-6487 長久手市

みしな歯科 三品　明 480-1151 長久手市久保山８０２ 0561-62-6222 長久手市

鈴木歯科 鈴木　晋也 470-0135 日進市岩崎台１丁目７４０番地 0561-73-2711 日進市

鈴木歯科 鈴木　孝美 470-0135 日進市岩崎台１丁目７４０番地 0561-73-2711 日進市

きのした歯科・口腔外科 木下　篤敬 470-0151 東郷町大字諸輪字観音２－１ 0561-38-1148 東郷町

いしだ歯科クリニック 石田　洋一 486-0849 春日井市八田町２丁目１－２１ 0568-82-0056 春日井市

いわい歯科クリニック 岩井　憲之 487-0033 春日井市岩成台９－３－９ 0568-92-1165 春日井市

王子ファミリー歯科 松尾　直人 486-0833 春日井市上条町６－１１１－１ 0568-82-8148 春日井市

小川歯科クリニック 小川　直孝 486-0807 春日井市大手町１６２３ 0568-33-1182 春日井市

押沢台歯科医院 櫻井　直紀 487-0005 春日井市押沢台６－１－２０ 0568-91-8281 春日井市

加藤歯科医院 加藤　達朗 486-0832 春日井市乙輪町３－５０－１ 0568-84-2333 春日井市



歯科登録医名簿（地域順） 令和2年3月1日現在

医療機関名称 氏名 郵便番号 住所1 住所2 電話番号 地域

加藤歯科医院 加藤　智彦 486-0968 春日井市味美町１－１４５ 0568-33-4182 春日井市

川口歯科医院 川口　剛 486-0824 春日井市割塚町１５５ 0568-84-4400 春日井市

河原歯科クリニック 河原　傳 486-0926 春日井市小野町５－８８－１０ 0568-82-2323 春日井市

北島歯科医院 北島　好一 486-0901 春日井市牛山町１８４５－１９ 0568-33-8833 春日井市

熊澤歯科医院 熊澤　秀作 487-0033 春日井市岩成台５－１－１ 0568-91-7240 春日井市

高蔵寺歯科医院 谷口　眞佐人 487-0013 春日井市高蔵寺町北４－１－１ 0568-51-4789 春日井市

小島歯科医院 小島　正仁 486-0817 春日井市東野町９－６－１８ 0568-85-1182 春日井市

さくらい歯科 桜井　益臣 486-0845 春日井市瑞穂通１－１３８ 0568-84-3901 春日井市

篠木歯科医院 長谷川　泰夫 486-0851 春日井市篠木町６－１６４３－１７ 0568-84-5656 春日井市

柴田歯科 柴田　博司 486-0918 春日井市如意申町２－３２－５ 0568-31-7811 春日井市

スギヤマ歯科 杉山　辰行 486-0926 春日井市小野町６－５－１２ 0568-81-8104 春日井市

せがわ歯科室 瀬川　伸広 486-0929 春日井市旭町１－１８ 0568-33-8811 春日井市

薗田歯科医院 薗田　裕 487-0025 春日井市出川町８－１４－４ 0568-52-0118 春日井市

滝川歯科診療所 瀧川　雅喜 486-0927 春日井市柏井町３－１１１ 0568-34-6666 春日井市

寺町歯科医院 寺町　好平 486-0817 春日井市東野町３－１５－７ 0568-84-8171 春日井市

トミオ歯科医院 山田　富央 486-0846 春日井市朝宮町３－１８－１ 0568-33-3905 春日井市

永井歯科医院 永井　浩 486-0856 春日井市梅ヶ坪町６０－１ 0568-81-6461 春日井市

中山歯科医院 中山　和久 486-0854 春日井市林島町３－１－５ 0568-56-9022 春日井市

西脇歯科クリニック 西脇　覚 480-0304 春日井市神屋町１７４９－１ 0568-88-0801 春日井市

にわ歯科 丹羽　一仁 487-0011 春日井市中央台７－８－１７ 0568-92-1023 春日井市

はた歯科医院 羽田　昌永 486-0807 春日井市大手町１１２－１ 0568-82-1118 春日井市



歯科登録医名簿（地域順） 令和2年3月1日現在

医療機関名称 氏名 郵便番号 住所1 住所2 電話番号 地域

浜中歯科 浜中　文夫 486-0956 春日井市中新町１－１０－１３ 0568-33-6814 春日井市

はやし歯科クリニック 林　宜弘 486-0803 春日井市西山町御手洗橋１０７４ 0568-82-8188 春日井市

平林歯科医院 平林　茂之 486-0963 春日井市春日井町字黒鉾３６－３ 0568-31-2376 春日井市

三宅歯科クリニック 三宅　徹哉 487-0023 春日井市不二ガ丘３－５ 0568-52-0588 春日井市

三好歯科医院 三好　慶忠 487-0034 春日井市白山町８－８－３ 0568-51-8210 春日井市

村瀬歯科医院 村瀬　明 486-0904 春日井市宮町３－１０－３ 0568-32-6644 春日井市

森歯科医院 森　道徳 486-0833 春日井市上条町８－２８７１－１ 0568-81-2124 春日井市

山内歯科医院 山内　厚志 486-0821 春日井市神領町３－５－１０ 0568-51-1581 春日井市

山田歯科（高森台） 山田　文夫 487-0032 春日井市高森台１０丁目２番地３０５ ４号棟２０１号 0568-92-3030 春日井市

吉田歯科 吉田　豊實 486-0915 春日井市八幡町４－２ 0568-31-9559 春日井市

わきた歯科医院 脇田　浩史 487-0034 春日井市白山町５－１２－７ 0568-52-7020 春日井市

渡辺歯科クリニック 渡辺　潤次郎 487-0033 春日井市岩成台９－１－４ 0568-92-2051 春日井市

あかほり歯科医院 赤堀　康 463-0017 名古屋市守山区喜多山２－２－４ 052-792-1338 名古屋市守山区

あさひ歯科 中村　剛久 463-0036 名古屋市守山区向台１－３０８－１ 052-776-5959 名古屋市守山区

アルト歯科・口腔外科 長岡　俊哉 463-0017 名古屋市守山区喜多山１－２－５ 長岡ビル１Ｆ 052-791-0821 名古屋市守山区

安藤歯科医院 安藤　孝典 463-0095 名古屋市守山区高島町２６９ 052-791-0040 名古屋市守山区

おばた歯科・矯正歯科 鳥井　祐作 463-0047 名古屋市守山区小幡常燈８０４ 052-768-6622 名古屋市守山区

かとう歯科こども歯科 加藤　宏紀 463-0001 名古屋市守山区上志段味深田７７８ 052-736-1180 名古屋市守山区

河合歯科クリニック 河合　鮎樹 463-0006 名古屋市守山区川東山２０８ 052-794-8881 名古屋市守山区

吉根ファミリー歯科 鈴木　浩 463-0004 名古屋市守山区吉根２－５１６ 052-736-3631 名古屋市守山区

グリーンヒルズ歯科クリニック 蛭川　登夫 463-0033 名古屋市守山区森孝東２－２０４－７ 052-777-5788 名古屋市守山区



歯科登録医名簿（地域順） 令和2年3月1日現在

医療機関名称 氏名 郵便番号 住所1 住所2 電話番号 地域

顕微鏡歯科シバタ 柴田　幸一郎 463-0021 名古屋市守山区大森１－２９０９ 052-799-0567 名古屋市守山区

小島歯科 小島　弘充 463-0079 名古屋市守山区幸心一丁目７１７ 052-794-1184 名古屋市守山区

小林歯科医院 小林　健宏 463-0022 名古屋市守山区八剣２－３００４ 052-798-1231 名古屋市守山区

近藤歯科クリニック 近藤　雅浩 463-0032 名古屋市守山区白山二丁目１４０５ 052-777-5600 名古屋市守山区

笹森歯科 笹森　将稔 463-0014 名古屋市守山区城南町４－１ 052-791-2572 名古屋市守山区

三愛歯科医院 小野　安夫 463-0011 名古屋市守山区小幡１－１－７ 052-794-1180 名古屋市守山区

社本歯科 社本　貴久雄 463-0087 名古屋市守山区大永寺町２８３－２ 052-793-1182 名古屋市守山区

杉下歯科医院 杉下　晴治 463-0079 名古屋市守山区幸心３－５０１ 052-795-1255 名古屋市守山区

鈴木歯科医院 鈴木　明 463-0003
名古屋市守山区大字下志段味字長根１５１５－
３

052-736-4088 名古屋市守山区

鈴木歯科医院 鈴木　俊夫 463-0067 名古屋市守山区守山３－３－１５ 052-791-2875 名古屋市守山区

長塚歯科 長塚　明 463-0003 名古屋市守山区下志段味上野山１０６６ 052-736-3881 名古屋市守山区

長谷川歯科医院 長谷川　孝 463-0056 名古屋市守山区新城１０－７ 三光ビル２Ｆ 052-792-8333 名古屋市守山区

林歯科 林　正弘 463-0021 名古屋市守山区大森５－１１９ 052-798-3353 名古屋市守山区

ふるた歯科クリニック 古田　淳 463-0026 名古屋市守山区大森三丁目６１４ 052-798-3311 名古屋市守山区

前川歯科 前川　佳徳 463-0004 名古屋市守山区笹ヶ根１－１６０９ 052-736-6363 名古屋市守山区

ミント歯科クリニック 植木　範子 463-0011 名古屋市守山区小幡５－１４－４０ 052-795-1888 名古屋市守山区

森田歯科医院 外川　結花 463-0048 名古屋市守山区小幡南１丁目２３－１ 052-793-7575 名古屋市守山区

守山デンタルクリニック 竹内　正己 463-0003 名古屋市守山区下志段味字島の口１７９９ 052-736-0077 名古屋市守山区

安江歯科医院 安江　一紀 463-0048 名古屋市守山区小幡南１－２４－１０ アクロス小幡２Ｆ 052-792-0123 名古屋市守山区

安田歯科医院 安田　修 463-0065 名古屋市守山区廿軒家１３－２４ 052-791-4285 名古屋市守山区

山田歯科クリニック 山田　博之 463-0013 名古屋市守山区小幡中二丁目１５－１６ 052-794-1172 名古屋市守山区



歯科登録医名簿（地域順） 令和2年3月1日現在

医療機関名称 氏名 郵便番号 住所1 住所2 電話番号 地域

吉本歯科 吉本　裕彦 463-0048 名古屋市守山区小幡南３－１－５０ 052-792-8241 名古屋市守山区

米山デンタルオフィス 米山　昌富 463-0056 名古屋市守山区新城２５－１８ ガーデンビル城下２０２ 052-792-1030 名古屋市守山区

星ヶ丘デンタルクリニック 亀山　威一郎 464-0026 名古屋市千種区井上町４９－１ 名古屋星ヶ丘ビル３F 052-781-1622 名古屋市千種区

愛建歯科医院 阿部　博行 465-0095 名古屋市名東区高社１－２０７ 052-771-3101 名古屋市名東区

青木歯科医院 青木　芳雄 465-0016 名古屋市名東区赤松台３１７ 052-775-3171 名古屋市名東区

伊澤歯科医院 伊澤　彰郎 465-0042 名古屋市名東区照ヶ丘２５ コーポニュー照１０２ 052-775-2037 名古屋市名東区

一社歯科クリニック 丹羽　英之 465-0095 名古屋市名東区高社２－１１０ 052-774-4582 名古屋市名東区

伊藤歯科医院 伊藤　利明 465-0032 名古屋市名東区藤が丘１４２－４ 052-775-0321 名古屋市名東区

大橋デンタルオフィス 大橋　新史 465-0032 名古屋市名東区藤が丘１０５ アサイビル１０２ 052-737-8982 名古屋市名東区

金平歯科医院 金平　正三 465-0015 名古屋市名東区若葉台９１１ 052-776-3878 名古屋市名東区

薗田歯科醫院 薗田　順 465-0092 名古屋市名東区社台二丁目１２８ パティーナ社台（ファーストアーバニア　）１F 052-777-4180 名古屋市名東区

タカギ歯科 髙木　芳彦 465-0002 名古屋市名東区引山二丁目７１９番地 052-776-0008 名古屋市名東区

藤森やすだ歯科 安田　光良 465-0026 名古屋市名東区藤森２－１９０ 052-777-8811 名古屋市名東区

松岡歯科クリニック 松岡　浩司 465-0085 名古屋市名東区西山本通２－１２ 052-782-0158 名古屋市名東区

もりかわ矯正歯科 森川　佳子 465-0095 名古屋市名東区高社１－９３ アプソーテ星ヶ丘２F 052-775-0418 名古屋市名東区


